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  プログラム 

 開会点鐘 

  ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

  「奉仕の理想」 

 ゲスト紹介 

 食事・自由歓談 

 会長の時間 

 各種お祝い 

 幹事報告 

   委員会報告 

  ＳＡＡの時間 

  ニコニコＢＯＸ 

  出席報告 

  例会タイム 

  閉会点鐘 
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彦根南ロータリークラブ彦根南ロータリークラブ  週報 週報 20122012--2013 VOL.362013 VOL.36  

  野村善一君  7月 1日   

  松本 隆君  7月 1日    

  樋口英彰君  7月 1日    

  杉本定幸君  7月 2日  

  鳥越清和君  7月19日  

  大照 敏君  7月30日 

 

 

・ちびっ子野球開催の件 

・彦根学童野球連盟・高松市選 

 抜チーム招待試合協賛 

・8月7日納涼例会開催 

・8月14日休会 

・七夕祭り協賛 

・ＩＭ開催 

  9月8日(土) 

          大津プリンスホテルにて 

国際ロータリーテーマ「奉仕を通じて平和を」 
国際ロータリー会長：田中作次 

地区テーマ      「Bridge the Gaps」 
2650地区ガバナー：河本 英典 

彦根南RCテーマ    「強い絆で」 
彦根南ロータリークラブ会長：廣瀬滋夫 

本日のプログラム 

「新理事挨拶」 

         担当：プログラム委員会 

【2012-2013年度役員・理事】 

 

会  長  ：廣瀬滋夫  直前会長：野村郁雄   

会長エレクト：奥山二三男 副会長 ：松本 隆 

幹  事  ：髙木淳一  会  計：櫻本武志 

Ｓ Ａ Ａ ：川端芳孝 

クラブ会員担当理事     ：田中寿信 

クラブ広報担当理事     ：菊川太嗣 

クラブ管理運営担当理事   ：藤本邦宏 

奉仕プロフェジェクト担当理事：杉本定幸 

国際奉仕担当理事      ：北澤一朗  

ソングリーダー：◎北川泰史 大菅良治 橋川高治 浅野浩司 王本智久 山脇秀介 今村英二 森野隆  

 Ｐ5 ＲＩ会長 田中作次氏 
 ＲＩ会長として「奉仕を通じて平

和を」というメッセージと氏の横顔

が紹介されています。 

 

Ｐ33 ガバナーの横顔 
 第2650地区ガバナー、河本英典氏

が「改革を実践する熱血漢」として

紹介されています。 

 

Ｐ② 本質を見抜く 
 東大名誉教授養老孟司氏がエネル

ギー問題について鋭い指摘をされて

います。  

創立創業記念日お祝い 

＊ロータリーの友必見処＊ 

第２４回彦根南ＲＣ杯 

  湖東ちびっ子野球大会開催 

 

 毎年恒例の子供たちの熱い戦い

が下記の通り行われま

す。多くのご声援をお寄

せ下さい。 

 

  開会式 7月22日 8：30~ 

  決勝戦・閉会式 8月5日 

  場 所 甲良少年野球場 
＊メークアップの対象になります。 

＊＊＊お知らせ＊＊＊＊ 

＊＊＊お祝い＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊理事会報告＊＊＊＊ 



 本日の例会は第1647回、廣瀬新会長の下、1回目の

例会ということもあり、ほぼ100％に近いメンバーの

出席がありました。廣瀬・高木丸の出航

を祝してノンアルコールビールでの乾杯

により会食が始まり、皆和気あいあいと

談笑しているのが印象的でした。まず米

山奨学生のマグワン･ニャムトヤさんに

奨学金が授与され、各種お祝いの後の例会タイムで

は、まず廣瀬新会長より挨拶があり、新たなテーマで

ある「絆」について話

されました。次に松本

副会長、高木幹事から

挨拶をいただきまし

た。それぞれ、35周年

についての言及があり、並々ならぬ決意と想いを感じ

た挨拶でした。また、事務局不在の中、メンバーが一

丸となり仕事を分担して取り組んでいるのが印象的

で、ロータリアンの結束力が感じられる第1回目の例

会となりました。 

            会員増強委員長 杉原祥浩 

2012～2013年度の始まりに先駆けて、６月３０日

（土）京都ＪＡ会館にて、国際ロータリー第2650地区 

2012～2013年度「地区会員増強セミナー」が開催され

まして、参加してまいりましたのでご報告申し上げま

す。 

 出席者は、栗田幸雄パストガバナー、河本英典ガバ

ナーエレクト、坂本克也ガバナーノミニーパストガバ

ナー、ガバナー補佐、97クラブ会長エレクト、次期ク

ラブ会員増強委員長、次期地区会員増強・拡大委員会

委員、地区幹事でした。 

 栗田幸雄パストガバナーの開会点鐘で始まり、基調

講演として、会員増強・拡大担当諮問委員 平井義久

氏が、テーマ「会員増強について」を資料を交えなが

ら話されました。 

 特に印象に残ったのは、「ロータリー・クラブ強化

への１００のヒント ＲＩ会長 田中作次」の資料で

した。これからの会員増強の心構えとして、大変勉強

になりました。 

例会出席報告------------------------------------------------------------------------------------  

 7月3日  会員数：68人(出席免除会員  16人)     6月19日 会員数：68人(出席免除会員 16人) 

当日出席：58人 メーキャップ：1人 出席率96.67％ 当日出席：51人 メーキャップ：5人 出席率94.92％  

次回例会プログラム 7月17日 

「新委員長挨拶」：プログラム委員会担当 

会報雑誌委員会 委員長：樋口英彰 副委員長：王本智久 野村善一・山脇秀介・森野隆 

＊＊＊ニコニコ箱＊＊＊    計159,000円 総計159,000円                     

7月24日プログラム 

「新委員長挨拶」：プログラム委員会担当 

 

四つのテスト １，真実かどうか ２，みんなに公平か ３，好意と友情を深めるか ４，みんなのためになるかどうか 

◇この一年間皆様には大変お世話になりすが、どうぞよろし 

 くお願いします…廣瀬君 

◇今年度一年間、会長エレクトを勤めさせて頂きます。宜し 

 くお願い申し上げます…奥山君 

◇今年は皆さんの協力ご指導よろしくお願いします…松本君 

◇1年間お世話になります…川端君 

◇本年度幹事の大役をさせていただきます。皆様の協力よろ 

 しくお願いします…髙木君 

◇廣瀬丸、髙木船長出港を祝して。1年間宜しくお願いしま 

 す…櫻本君 

◇はじめての例会お目出度うございます…本庄君(彦根RC) 

◇野村前会長ご苦労様でした。廣瀬会長1年宜しくお願い申 

 し上げます…佐藤君 

◇誕生日自祝。廣瀬会長1年間宜しくお願いします…森野君 

◇不慣れな親睦委員長ですが、皆さんのご理解とご協力をお 

 願いします。誕生日自祝…大塚君 

◇廣瀬丸の船出を祝って。誕生日自祝…梅田君 

◇妻の誕生日を祝って頂いて、今年もよろしくお願い申し上 

 げます…山岸君 

◇入会記念自祝4年です。1年間委員長宜しくお願いします 

 …西村君 

◇入会記念自祝。1年宜しくお願いします…上田君 鳥越君 

◇入会記念日自祝…所君 木村(光)君 

◇入会丸13年になりました。感謝…宮嶋君 

◇結婚記念日を祝っていただいて…浅野君 

◇廣瀬会長、高木幹事始め役員の皆さん本年度宜しくお願い 

 します…藤居君 松宮君  大橋君 木村(泰)君 三木君 

 山脇君 梅本君 大菅君 法村君 

◇新年度スタートを祝して。佐藤先生公益財団法人豊郷病院   

 代表理事ご就任おめでとうございます…西山君 

◇廣瀬会長おめでとうございます。今年も1年間宜しくお願 

 いします…宮嶋君 

◇廣瀬、髙木丸の出航おめでとうございます…児島君  

 藤本君 王本君 青山(茂)君 野村(善)君 

◇新年度を迎えて1年間お世話になります…平居君 橋川君  

 北川(十)君 北川(廣)君 

◇廣瀬会長はじめ新役員の皆様今年1年よろしくお願いしま 

 す。皆様原稿の投稿をお願いします…樋口君 

◇今年1年よろしくお願いします…馬庭君 村上君 清水君 

 杉本君 所君 田中君 菊川君 池田君 北川(泰)君 

 青山(憲)君 酒井君 

◇最終例会に参加でき有難うございます…北澤君 

◇最終例会に欠席して申し訳ありません…泉君 

◇ＳＡＡのお許しを得てお先に失礼します…上田君 

◇7/13(金)24：20「勇さんのびわ湖カンパニー」というびわ湖 

 放送番組に出演します。よろしければご覧下さい…王本君  

＊＊＊御来客＊＊＊ ＊＊＊例会報告＊＊＊ 

本庄秀樹君（彦根ＲＣ） 

マグワン・ニャムトヤさん（米山奨学生） 

＊＊「地区会員増強セミナー」に参加して＊＊ 


